
2023年3月31日（金） ちゃんと17

えこりん村カフェ

34-7800応
募

えこりん村　カフェ接客スタッフ募集
恵庭 ア パ カフェ接客スタッフ

期　間▶4月中旬～11月上旬まで
仕　事▶ソフトクリーム・ドリンクの販売
給　与▶ 平日/時給950円 

土日/時給1,000円
時　間▶ 9:00～18:00の間で3～7h 

（時間帯応相談） 
※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶ 週2～5日、1週間毎のシフト制 
（土日のみの勤務も可）

待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、 
交通費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、 
65歳定年制、受動喫煙対策有

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可

自然に囲まれたカフェで
楽しくお仕事しませんか？

〒061-1421 
恵庭市牧場277-4

担当/藤原
【受付/9～17時】

週2日～
OK!!

勤務日・時間
応相談

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11

まずはお気軽にお電話ください。

080-2733-5561 担当/山田

〈共通項目〉
給　与▶ 時給930円～　　　休　日▶ 日曜
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

受動喫煙対策有(喫煙ブース有)
資　格▶ 車通勤可能な方、未経験者歓迎

千歳 パ 生産加工、農作業

仕　事▶ 野菜の選別、パック詰め
期　間▶ 5月～10月
時　間▶ 8:00～17:00の間で4～8h（応相談） 

※休憩1h、残業/月0～10h
勤　務▶ 週2日～OK！
勤務先▶ 千歳市中央2529-11

◆生産加工スタッフ

仕　事▶ 野菜の収穫、片付け・除草作業
期　間▶5月～10月 ※応相談
時　間▶ 8:00～17:00 ※勤務日・時間は応相談 

※休憩1h、残業/月0～10h
勤務先▶ 千歳市東丘719-1

◆農作業スタッフ

千歳・恵庭 契 タクシードライバー
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 中型バスにて送迎、送迎が無い時間は配送や 

工場のお手伝いになります。
資　格▶ 大型免許保持者(バス運転経験者)、 

定年65歳 ※定年退職された方も歓迎
給　与▶ 月165,000円～ 
時　間▶ 8:00～17:30 (繁忙期残業有) 

※終業時間はシフトによって変更有、休憩1h 
例/8:00～9:00 
16:00～17:30はスタッフの送迎 
10:00～12:00配送係助手 
14:00～16:00セット作業

休　日▶ 週1～3日 ※シフト制、月毎に希望を優先した
形で作成しております。

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、受動喫
煙対策有、残業代は別途支給

千歳支店

送迎バス運転兼配送係助手

募集中!!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
委細面談にて決定致します。 

千歳
支店 0123-24-2126【受付】中尾 9～17時

千歳 契 送迎バス運転兼配送係助手

●決められたルートの送迎です♪
●大型バス運転経験者募集!

〒066-0077 
千歳市上長都1050番地1

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

あれこれ迷っているなら
うちに来ませんか?

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにおける、 

出入管理業務。通行証の確認や、出入者に対して
のセキュリティ管理が主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※休憩1h（勤務時間による）　※残業なし 
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、国家資格

取得制度有（警備員業務検定/費用当社負担）、喫
煙スペース有

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

011-885-4141担当/
山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

面接場所:千歳市内

応
募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

期　間▶ 雇用期間の定めなし 
※定年は満60歳の誕生日(再雇用制度有)

仕　事▶ 吹付塗装・半自動溶接
資　格▶ 塗装もしくは溶接の経験者
給　与▶ 基本月給288,000円※別途残業手当有 

月収例/①定時 時給1,800円×8h×20日勤務 
　　　 ②残業 時給2,250円×30h 
　　　 ①+②＝355,500円

時　間▶ 8:00～17:00（実働8h） 
※休憩1h、残業30h程度/月

期　間▶ 即日～3ヶ月毎の更新
仕　事▶ 設備保全（電気・機械・工具などの修理・ 

メンテナンス）
資　格▶ 設備保全経験者
給　与▶ 時給1,625円 

※月収例/ 
　①時給1,625円×8h×20日=260,000円 
　②残業2,031.25円×30h=60,938円 
　①+②＝320,938円

時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）　※休憩1h 
※残業月平均30h程度(月2回の休日出勤含む)

休　日▶  土、日、祝日（振替の場合有）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、交通費規定支給、制服貸与、食堂・休憩室利用可、有給休暇付与、受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市上長都第3工業団地　(株)IHIアグリテック構内

期　間▶ 即日～3ヶ月毎の更新
仕　事▶ 農業機械部品加工・生産
資　格▶ 工場経験者
給　与▶ 時給1,365円 

※月収例/時給1,365円×8h×20日
=218,400円

時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）　※休憩1h、残業多少有

期　間▶ 即日～3ヶ月毎の更新
仕　事▶ 表の作成、入力、事務全般
資　格▶ excel、wordの基本操作が出来る方
給　与▶ 時給1,200円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h） 

※休憩1h、残業ほぼ無し

千歳市上長都1061番地2 
㈱IHIアグリテック構内三好梱包商事㈲派遣事業部

お電話のうえ、面接時に写真付履歴書をお持ちください。
一般労働者派遣事業(派01-301226)

（札幌本社） 011-787-3443
受付/(平日) 
9:00～17:000123-22-4368

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

長期で働ける方歓迎！各種スタッフ募集!!
まずは工場見学してみませんか？

共通項目

塗装職、溶接職 正社員

組立職、機械職、プレス職 派遣社員

設備保全業務 派遣社員

パソコン事務 派遣社員

千歳 正 塗装職、溶接職派 組立職、機械職、プレス職、設備保全、パソコン事務

休　日▶週休2日制、年間120日
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

有、賞与年2回正/3.4ヶ月、準/2.55ヶ月、退職金
制度(共済会)、【正】扶養、住宅・寒冷地手当、 
敷地内禁煙

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ デイサービス利用者の生活相談全般、介護、

送迎、計画作成・請求等の業務
資　格▶ 社会福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事

任用資格のいずれか必須
時　間▶ 8:00～17:00  

※休憩1h、残業月/0～10h
給　与▶ 月168,150～201,250円 

(職務手当13,000円含む)

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ デイサービスにて食事の介助、入浴介助、 

送迎業務、レクリエーション等
資　格▶ 介護福祉士又は初任者研修修了以上
時　間▶ 8:00～17:00 ※休憩1h、残業月/0～15h
給　与▶ 月163,250～164,500円 

(介護福祉士は資格手当が5,000円付きます)、 
処遇改善手当/月39,000円 ※偶数月支給

勤務先▶ 千歳市大和4丁目2番1号 
（やまとの里デイサービスセンター）

◆ 正職員 /生活相談員

◆ 準職員 /介護職員

仕　事▶ 経管栄養の注入・軟膏の塗布、内服薬の管理、 
通院の付き添い等、オンコール有

資　格▶ 看護師必須、准看護師必須のいずれか必須
時　間▶ 7:00～18:30のうち実働8h(シフト制) 

※休憩1h、残業月/0～10h
給　与▶ 月173,400～212,750円 

（資格手当13,000円含む） 
オンコール1,000円/回 
(呼び出時は別途時給分支給)

勤務先▶ 千歳市大和4丁目2番1号 
（特別養護老人ホームやまとの里） 
千歳市富丘2丁目7番5号 
（特別養護老人ホーム暢寿園）

《共通項目》

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

◆ 正職員 /看護師

◆ 正職員 /介護職員

 0123-49-6805

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月174,000～209,500円 

(資格手当5,000円含む) 
処遇改善手当/月39,000円 ※偶数月支給 
夜勤手当4,300円～/回

仕　事▶ 入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:30（実働8h、休憩1h） 

暢寿園夜勤/17:30～翌9:30 
(実働14ｈ、休憩2ｈ) 
やまと夜勤/16:00～翌8:00 
(実働14ｈ、休憩2ｈ) 
※各事業所により時間が異なります 
※月5回程度

勤務先▶ 特別養護老人ホーム 暢寿園 
（千歳市富丘2丁目7-5） 
特別養護老人ホームやまとの里 
(千歳市大和4丁目2-1)

千歳 正 看護師、介護職員、生活相談員準 介護職員

看護師・介護職員・生活相談員 募集!
詳細はコチラ！▶

デイサービスの様子が見られます▶ instagram 
yamatods27

時　間▶7:00～16:00 ※実働8h、休憩1h
休　日▶週2日

清掃/正社員/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶週2～4日

清掃/パート/新千歳空港（千歳市美々）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 日常清掃（床・トイレ等）
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ ［正］月給159,500円～ 

［パ］時給920円
待　遇▶ 受動喫煙対策有、［正］社保完備、賞与有、制

服貸与、交通費規定支給、［パ］雇用保険（時
間による）

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳 正 パ 清掃

新千歳空港で働こう!!

《共通項目》

仕　事▶ モニター監視や簡単な機械操作や接客、清掃等
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、危険物乙四お持ちの

方、普通免許 ※未経験者は将来的に、危険物資格
取得を目指して頂きます。

時　間▶ ①7:00～15:00 ②8:00～16:00 
③1３:00～21:00 ④15:00～23:00 
⑤22:30～翌7:30  
※シフト制、休憩有 
学生/平日17:00～21:00 

土日祝8:00～16:00、13:00～21:00 
※休憩有

給　与▶ 資格保持者/時給1,000円～ 
　　　　　（試用期間3ヶ月/時給970円） 
無資格の方/時給950円～ 
　　　　　（試用期間3ヶ月/時給920円） 
※22時～翌5時まで深夜割増有

勤務先▶ セルフ恵庭恵み野/恵庭市恵み野里美 
セルフ江別大麻/江別市大麻桜木町

仕　事▶コインランドリーの接客・清掃等
資　格▶年齢資格不問
時　間▶14:00～19:00 ※休憩なし、時間応相談
給　与▶時給920円～
勤務先▶ JOYWASH恵庭市恵み野店/恵庭市恵み野里美 

JOYWASH江別大麻店/江別市大麻桜木町

ガソリンスタンドのスタッフ コインランドリーのスタッフ

ガソリンスタンド
＆

コインランドリー
ガソリンスタンド

＆
コインランドリー

帯広市東4条南9丁目11-1
㍿オカモト

担当/カズヨリ

担当/ナカジマ

担当/ナカジマ

セルフ恵庭恵み野
お気軽にお電話ください

セルフ江別大麻

JOYWASH恵庭恵み野・JOYWASH江別大麻

勤　務▶勤務日数・時間応相談　※土日祝日勤務歓迎
待　遇▶ 社保完備(条件による)、制服貸与、車通勤可、 

報奨金制度、昇給有、交通費規定支給 
(上限月/2万)、グループ割引制度(入社3ヶ月～)

共 
通 
項 
目

接客スタッフ
　  大募集!!パート
アルバイト

0123-25-5601

011-887-7120

080-8280-4253

恵庭・その他 ア パ 接客業務

仕　事▶ 農業土木工事、現場は恵庭・千歳近郊、社用車に
て移動します。

資　格▶ 要普通免許、年齢69歳以下(省令1号、定年上限
の為)

◆農業土木作業員

◆重機オペレーター・ブルドーザー運転手
仕　事▶ 道路工事・河川工事・農業土木工事・建築溝工事

の現場作業全般 
千歳近郊、社用車にて移動します。

資　格▶ 大型自動車免許、定置・建設機械運転関係資格、
要普通免許、年齢69歳以下(省令1号、定年上限
の為)

《共通項目》
期　間▶ 雇用期間の定めなし
時　間▶ 7:30～17:00 

※休憩1.5h、残業月/10ｈ程度
給　与▶ 月給230,000～368,000円 

※年齢、経験年数等考慮
休　日▶ GW、お盆、年末年始、その他 ※年間89日
待　遇▶ 社保完備、退職金制度(建共加入)、賞与有（会社業績に

よる）、交通費規定支給、駐車場無料、受動喫煙対策有

恵庭市柏木町649-1
株式会社寺西建設工業
0123-25-8740 担当/小山

恵庭 正 土木作業員、重機オペレーター、ブルドーザー運転手

まずはお気軽にお問い合わせください。 
写真付履歴書をお持ちのうえ、面接を行います。


